
2021年度事業活動報告 

 

 

１．評議員会の開催 

（１）2021年度第1回評議員会 

日 時 2021年5月25日(火)9:30～ 

場 所 あけぼのビル501会議室 

出席者 評議員20名 

 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・井上委員・山田委員・石川委員・村田委員・関根委員 

 柿沼監事・若旅監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①2020年度「事業活動」報告 

 ②2020年度「収支決算」報告ならびに監査報告 

 ③2021年度「事業活動計画(案)」 

 ④2021年度「収支予算(案)」 

 

２．運営委員会の開催 

（１）2021年度「第1回運営委員会」 

日 時 2021年4月23日(金)10:00～ 

場 所 あけぼのビル501会議室 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・小嶋委員・井上委員・山田委員・石川委員・村田委員 

 柿沼監事・若旅監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①2021年度評議員の確認について 

 ②「2021年度第1回評議員会」議案確認について 

 ③「2021年度第1回評議員会」での役割について 

 

（２）2021年度「第2回運営委員会」 

日 時 2021年5月25日(火)評議員会終了後～ 

場 所 あけぼのビル501会議室 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・井上委員・山田委員・石川委員・村田委員・関根委員 

 柿沼監事・若旅監事 

内 容 ①「夏休み親子･ファミリー自然体験プランｉｎ尾瀬｣について 

 ②「夏休み親子自然体験教室「山の学校inときがわ」について 

 ③ＮＰＯ応援・物品助成プログラムの実施について 

 ④2020年度パソコン寄贈団体ならびに2019年度未実施のパソコン寄贈団体



への訪問・意見交換について 

 ⑤地域セミナーについて 

 

（３）2021年度「第3回運営委員会」…持ち回り開催 

日 時 2021年5月28日(金)～6月3日(木) 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・小嶋委員・井上委員・山田委員・石川委員・村田委員 

 関根委員、柿沼監事・若旅監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①「夏休み親子自然体験教室「山の学校inときがわ」の中止について 

 

（４）2021年度「第4回運営委員会」 

日 時 2021年7月20日(火)10:00～ 

場 所 あけぼのビル501会議室 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・小嶋委員・石川委員・村田委員・関根委員、若旅監事 

 品田委員(新) 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①運営委員会役員一部変更について 

 ②「夏休み親子･ファミリー自然体験プランin尾瀬」の中止について 

 ③ＮＰＯ応援・物品助成プログラム（ＰＣ寄贈）の実施について 

 ④地域セミナーの実施について 

 ⑤特別事業：東日本大震災に関係する被災者・避難支援活動 

・子育て支援「ママランチ会（7月実施分）」の延期について 

・「バーベキューファミリー交流会inサイボクハム」の延期について 

 

（５）2021年度「第5回運営委員会」･･･持ち回り開催 

日 時 2021年7月28日(水)～29日(木) 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・小嶋委員・井上委員・品田委員・石川委員・村田委員 

 関根委員、柿沼監事・若旅監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①ＮＰＯ応援・物品助成プログラム（ＰＣ寄贈）推薦書等書式の見直しに

ついて 

 

（６）2021年度「第6回運営委員会」･･･持ち回り開催 

日 時 2021年8月17日(火)～31日(火) 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・小嶋委員・井上委員・品田委員・石川委員・村田委員 

 関根委員、柿沼監事・若旅監事 



 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①「ＮＰＯ応援・物品助成プログラム（パソコン寄贈）」パソコン購入に

ついて 

 ②「地域セミナー」開催日の変更について 

 

(７)2021年度「第7回運営委員会」･･･持ち回り開催 

日 時 2021年9月2日(木)～9月8日(水) 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・小嶋委員・井上委員・品田委員・石川委員・村田委員 

 関根委員、柿沼監事・若旅監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①「ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム）」申請について 

 申請団体：認定ＮＰＯ法人 森のＥＣＨＩＣＡ 

 申請団体：埼玉県指定・認定特定ＮＰＯ法人 ふじみ野国際交流センター 

 

（８）2021年度「第8回運営委員会」 

日 時 2021年10月26日(火)13:30～ 

場 所 さいたま共済会館505会議室 

出席者 二階堂委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 小嶋委員・品田委員・石川委員・村田委員・関根委員 

 柿沼監事・若旅監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①運営委員会役員一部変更について 

 ②ＮＰＯ応援・物品助成プログラム(ＰＣ寄贈)贈呈先選定について 

 ③2022年度ワンコイン(500円)運動の展開について 

 

（９）2021年度「第9回運営委員会」 

日 時 2021年12月6日(月)10:00～ 

場 所 さいたま共済会館505会議室 

出席者 二階堂委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・五十嵐委員・品田委員・石川委員・村田委員・関根委員 

 若旅監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①2022年度版ネット２１ボランティア・カードの発行について 

 ②東日本大震災被災者・避難者支援活動 

 ・子育て支援「ママランチ会」の開催について 

 

（１０）2021年度「第10回運営委員会」 

日 時 2022年1月24日(月)15:00～ 

場 所 あけぼのビル501会議室 



出席者 清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 大谷委員・石川委員・村田委員・関根委員、(新)酒井委員 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①運営委員の役員体制について 

 ・運営委員会役員一部変更について 

 ・役員体制の確認について 

 ②ライフサポート・プログラム「生活困窮者等への支援」について 

 ③特別事業：東日本大震災に関する被災者・避難者支援活動 

 ・バーベキューファミリー交流会inサイボクハムの中止について 

 ④2022年度活動計画について 

 ・「夏休み親子･ファミリー自然体験プランin尾瀬」の開催について 

 ⑤2022年度評議員会について 

 

（１１）第11回運営委員会 

日 時 2022年3月31日(木)15:00～ 

場 所 さいたま共済会館504会議室 

出席者 竹内委員長、清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長 

 酒井委員・米澤委員・大島委員・品田委員・村田委員 

 大谷監事・(新)久光監事 

 ＜事務局＞埼玉労福協：佐藤事務局次長、連合埼玉：渡辺職員 

内 容 ①運営委員会役員体制、評議員の体制について 

 （１）運営委員会役員一部変更について 

 （２）2022～2023年度運営委員会役員の定数および役員体制について 

 （３）2022～2023年度評議員の定数および選出について 

 ②2022年度「第1回評議員会」の開催について 

 ③2021年度「事業活動」報告 

 ④2021年度「収支決算(仮)」報告 

 ⑤2022年度「事業活動計画(案)」について 

 ⑥協賛企業の取り扱いについて 

 

３．会計監査の開催 

（１）2020年度会計監査 

日 時 2021年5月17日(月)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

出席者 平尾事務局長、柿沼監査・若旅監査、大谷委員 

内 容 ①2020年度会計監査 

 

４．事業活動について 

（１）ライフサポート・プログラム 

 ①「暮らし応援セミナー」 



   出前講座方式による各種セミナーの開催（6講座192名） 

   資料－１『「暮らし応援出前セミナー」実施内容』参照 

 

（２）生活困窮者等への支援 

①ライフサポート・プログラム「生活困窮者等への支援」について 

生活困窮者自立支援事業の支援をおこなっているＮＰＯ法人フードバンク埼玉へ下記

のとおり寄贈いたしました。 

【連合埼玉を通じた埼玉大学在学生への寄贈】 

日 時 2021年 4月 29 日(木) 

寄付額 20万円 

寄贈品 食糧品（フードバンク埼玉を通じて購入） 

 

【ＮＰＯ法人フードバンク埼玉への寄贈】 

日 時：2022年 3月 8 日(火) 

寄贈品：カップ麺 2,400 個（200箱） 

 2,400個×85円＝204,000円 

 消費税 16,320円 

 値引き 320円 

 合計 220,000円 

立会い：竹内委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長、酒井委員 

フードバンク埼玉 永田理事 

 

（３）ボランティアサポート・プログラム 

 ①シニア人財バンクの活動 

「シニア人財バンク」は、自分の特技や趣味を活かし、ボランティア活動などを通じ

て地域社会に「貢献したい、参加したい」と思っている50才以上の方に登録してもらい、

登録者にボランティア活動、ＮＰＯ活動などを紹介・案内する制度で現在48名登録され

ています。また、2015年度よりさいたまＮＰＯセンターと連携した運営に移行し、各種

情報の提供や、自己実現・生きがいサポート・プログラム（飛び出せシニアセミナー）

への働きかけを行っています。 

 

 ②自然環境ボランティア促進事業・自然環境体験事業 

夏休み親子･ファミリー自然体験プランin尾瀬 

･･･新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

日 時 2021年8月8日(日)～9日(月・祝) 

場 所 尾瀬ケ原 

 

夏休み親子自然体験教室「山の学校inときがわ」 

･･･新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

日 時 2021年8月21日(土) 



場 所 ときがわ町ふれあいの里たまがわ「川の広場バーベキュー場」 

 

（４）ＮＰＯサポート・プログラム 

 （１）地域で活動・活躍するＮＰＯとの支援と連携を目的とする物品等助成事業 

  ①「ＮＰＯ応援・物品助成プログラム（パソコン寄贈：推薦・応募方式）」 

推薦・応募のあったＮＰＯ・ボランティア団体を慎重に審査した上で、県内各地で活

動する10団体に対し、パソコンを寄贈しました。 

パソコン寄贈は2007年度～2021年度で累計157台となりました。 

  【2021年度パソコン贈呈先】                   ＜資料－２＞ 

レインボーさいたまの会(川越市) 

ＮＰＯ法人日本社会福祉事業協会（杉戸町） 

ＮＰＯ法人子育て家庭支援センターあいくる（入間市） 

ＮＰＯ法人浦和スポーツクラブ（さいたま市浦和区） 

ＮＰＯ法人チーム東松山（東松山市） 

介護保険サポーターズ本庄（本庄市） 

ＮＰＯ法人冒険あそび場ネットワーク草加（草加市） 

ＮＰＯ法人地域人ネットワーク（さいたま市見沼区） 

ＮＰＯ法人パープルネットさいたま（さいたま市中央区） 

ＮＰＯ法人彩の子ネットワーク（上尾市） 

 

 ②「ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム（推薦方式）」 

パソコン以外の物品等（４万円以内を基本）を主に助成するプログラムを実施して

いる。今年度は下記2団体からの申請があり、物品寄贈を実施した。 

 

１）申請団体：認定ＮＰＯ法人 森のＥＣＨＩＣＡ 

代表者 ：理事長 葭田 昭子 

推薦団体：さいたまＮＰＯセンター 

申請額 ：40,000円(購入額52,000円) 

助成品 ：洗濯機（Panasonic ＮＡ-ＦＡ７０PB14） 

申請理由：野原や森の中での保育のため、園児たちも職員たちも衣服が汚れます。

あまり何回も洗濯機を回すので壊れました。 

予算に余裕がなく、購入にあたっての助成を希望する。 

 

２）申請団体：埼玉県指定・認定特定ＮＰＯ法人 ふじみ野国際交流センター 

代表者 ：理事長 石井 ナナエ 

推薦団体：一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会 

申請額 ：40,000円(購入額42,255円) 

助成品 ：鍵付き袖机3脚 

  プラススチールＯＡデスク フラットラインサイドキャビネット3段 

申請理由：日本テレビのおかげさまで事務所兼学習塾を大規模改修していただき



ました。ところが事務所の書類入れがありません。月～金の10時～16

時、土曜の9時～12時まで活動しているＮＰＯとしては致命的です。鍵

付き袖机3脚の助成を希望する。 

 

③パソコン寄贈団体への訪問・意見交換 

パソコン寄贈団体の活動に対する理解を深めることを目的とし、パソコンの活用状況

と活動や近況など意見交換をおこなっています。 

昨年、新型コロナウイルス感染症、まん延防止・緊急事態のため見送った2019年度パ

ソコン寄贈団体(2団体/残り1団体)、ならびに2020年度パソコン寄贈団体（9団体）につ

いて実施した。 

＜資料－３＞ 

寄贈団体名 
寄贈 

年度 
日時 場所 訪問者 

ＮＰＯ法人さいたまＮＰＯセンター 2020 2021年10月20日(水) 連合埼玉 大谷委員 

ＮＰＯ法人クラブしっきーず 

志木総合地域スポーツ・レクレーシ

ョンクラブ 

2020 2021年11月30日(火) 

10:00～ 

宝憧寺 

(イベント会場) 

大谷委員・酒井

(新)委員 

ＮＰＯ法人在宅福祉サービスたすけ

あい日高 

2020 2021年11月30日(火) 

13:30～ 

事務所 大谷委員・酒井

(新)委員 

認定ＮＰＯ法人森のＥＣＨＩＣＡ 2020 2021年11月30日(火) 

15:30～ 

こども園 大谷委員・酒井

(新)委員 

七里日本語勉強会 2019 2021年12月9日(木) 

19:00～ 

七里公民館 平尾事務局長 

・酒井(新)委員 

ＮＰＯ法人のらんど 2020 2021年12月16日(木) 

10:00～ 

事務所 大谷委員・酒井

(新)委員 

志木介護する人を考える会 2020 2021年12月16日(木) 

11:30～ 

埼玉警備保障 

(イベント会場) 

大谷委員・酒井

(新)委員 

フードパントリー大宮運営ユニット 2020 2021年12月18日(土) 

8:30～ 

もくばハウス 酒井(新)委員 

ふるさと上谷沼地域創造塾 2019 2021年12月26日(日) 

9:00～ 

上谷沼 大谷委員・酒井

(新)委員 

合成洗剤をやめていのちと自然を守

る埼玉連絡会 

2020 2022年1月18日(火) 

13:10～ 

ＷＥＢ 酒井(新)委員 

ＮＰＯ法人フードバンク埼玉 2020 2022年1月24日(月) 

15:00～ 

連合埼玉会議室 大谷委員 

 



今後の訪問予定団体 

寄贈団体名 寄贈年度 

ＮＰＯ法人たねの会 2019 

ＮＰＯ法人子ども広場草加おやこ劇場 2020 

ＮＰＯ法人熊谷の環境を考える連絡協議会 2020 

ＮＰＯ法人地域子ども共育ステーションハッピーサークルサイクル 2020 

ＮＰＯ法人障害者の職場参加をすすめる会 2020 

認定ＮＰＯ法人子育て支援ワーカーズコレクティブみるく 2020 

ＮＰＯ法人大人の学校 2020 

 

④ＮＰＯ活動への理解と具体的な参加（社会参加）をサポートする事業 

2017 年 12 月 9 日に「ネット２１運動でつながるＮＰＯと労働組合―異文化交流から

協働のステージへ」と題し、シンポジウムを開催してきました。加えて、地域における

労働組合とＮＰＯ団体との連携をさらに深めることを目的として 2018 年度は南部・西

部地域で、2019年度については東部・北部地域で「地域セミナー」を開催してきました。

参加者などからは、継続した開催を求める声が多いことから、2020～2021年度にかけて

東西南北のそれぞれのブロックで「地域セミナー」を開催した。 

 

１）2021年度地域セミナー 東部ブロック 

日 時 2021年10月17日(日)13:30～ 

場 所 越谷市中央市民会館 

参加者 東部地域協議会6名、北埼玉地域協議会5名、ＮＰＯ・任意団体14団体19名 

 清水副委員長、平尾事務局長、佐藤事務局次長、 

 大谷・村田委員、柿沼幹事、渡辺職員 

内 容 ①主催者代表挨拶：清水副委員長 

 ②「ネット２１運動の目的とこれまでの活動」平尾事務局長 

 ③「ＮＰＯが労働組合に求めているもの」 

 講師：さいたまＮＰＯセンター 村田 恵子 氏 

 ③ＮＰＯの活動発表 

 ④ＮＰＯ×労働組合との連携事例発表 

 ＮＰＯ法人地域しごと共育ステーションハッピーサークル 

サイクル（かすかべ子ども食堂ひなた）×東電労組さいたま支部春日部

分会 

⑤ＮＰＯの活動紹介 

⑥ワークショップ 

「新型コロナウイルス禍における地域のつながりを考える」 

 ⑦その他 

 



２）2021年度地域セミナー 北部ブロック 

日 時 2021年11月6日(土)13:30～ 

場 所 熊谷勤労会館 

参加者 熊谷・深谷・寄居地域協議会6名、本庄・児玉郡市地域協議会5名 

 秩父地域協議会1名、ＮＰＯ・任意団体10団体12名 

 二階堂委員長、平尾事務局長、大谷・村田委員、柿沼監査 

内 容 ①「ネット２１運動の目的とこれまでの活動」平尾事務局長 

 ②「ＮＰＯが労働組合に求めているもの」 

 講師：さいたまＮＰＯセンター 村田 恵子 氏 

 ③ＮＰＯの活動発表 

 ④ＮＰＯ×労働組合との連携事例発表 

ＮＰＯ法人熊谷の環境を考える連絡協議会×熊谷・深谷・寄居地域協議

会 

 ⑤ワークショップ 

 「新型コロナウイルス禍における地域のつながりを考える」 

 ⑥その他 

 

５．「ネット２１運動」の普及・定着に向けた広報・宣伝活動 

（１）「ワンコイン（500円）運動」（ボランティア・カード）の取り組み 

  「ネット２１運動」を支える貴重な活動資金となる「ふれあいコミュニティ・ファンド」

への寄付・募金活動として「ワンコイン運動」を展開し、寄付・募金の協力をいただいた

方にその証としてボランティア・カードを発行しました。2022年度版のボランティア・カ

ードは昨年と同様に「Ａタイプ」カードと、福利厚生事業企業（リソル）の会員を外し全

額ファンド型の「Ｂタイプ」カードの 2種類を作成し、「Ａタイプ」11,487枚、「Ｂタイプ」

1,199枚、合計 12,685 枚の協力を得ました。 

①各組織・団体での年間を通しての説明会実施状況 

会議名 日時 場所 
参加 

人数 
対応者 

東電労組埼玉地区本部 

「第7回執行委員会」 

2021年11月24日

(水)14:30～ 

東京電力PG㈱埼

玉総支社会議室 
15名 大谷委員 

朝霞・東入間地域協議会 

「第5回幹事会」 

2021年12月3日

(金)18:30～ 
ＷＥＢ 20名 

佐藤事務

局次長 

ＪＡＭ埼玉県連 

「地協連絡会議」 

2021年12月9日

(木)16:00～ 

ＪＡＭ埼玉友愛

会館 
30名 

連合埼玉

小穴副事

務局長 

埼玉県電力総連 

「執行委員会」 

2021年12月13日

(月)14:30～ 

東京電力PG㈱埼

玉総支社会議室 
23名 大谷委員 



 

会議名 日時 場所 
参加 

人数 
対応者 

運輸労連 

「第4回執行委員会」 

2021年12月14日

(火)14:00～ 

さいたま市民会

館おおみや 

会場 

14名 

ＷＥＢ 

8名 

酒井委員 

日産化学労働組合 
2021年12月14日

(火)14:30～ 

日産化学㈱ 

埼玉工場研修室 
30名 大谷委員 

中央労金労組 

「支部長会議」 

2021年12月22日

(水)18:30～ 

県本部ビル・ＷＥ

Ｂ 
20名 大谷委員 

秩父地域協議会 

「第2回幹事会」 

2022年1月13日

(木)18:00～ 

秩父勤労者福祉

センター 
10名 大谷委員 

熊谷・深谷・寄居地域協議会 

「第8回地協総会」 

2022年1月14日

(金)18:30～ 

熊谷市立商工会

館 
60名 大谷委員 

情報労連埼玉県協 

「2022年新春役員セミナー」 

2022年1月14日

(金)15:40～ 
ＷＥＢ 30名 大谷委員 

電機連合埼玉地協 

「第3回幹事会」 

2022年1月18日

(火)14:00～ 
ＷＥＢ 35名 

平 尾 事 務

局長 

比企地域協議会 

「第2回幹事会」 

2022年1月18日

(火)18:00～ 

ボッシュ東松山

工場組合会館 
20名 

連 合 埼 玉

小 穴 副 事

務局長 

北埼玉地域協議会 

「第28回定期総会」 

2022年1月22日

(土)12:00～ 

行田市中央公民

館 
70名 酒井委員 

西部第四地域協議会 

「第4回三役・幹事会」 

2022年1月28日

(金)10:30～ 

所沢市役所内 

談話室 
14名 派遣不要 

埼交運 

「第2回執行委員会」 

2022年2月7日

(月)13:30～ 

日本梱包運輸倉

庫労働組合 
20名 中止 

ＵＡゼンセン運営評議会 
2022年2月19日

(土) 
ＷＥＢ 52名 酒井委員 

 

（２）「協賛企業」、ボランティア・カード契約店の拡充 

 契約企業・団体数については 2022年 3 月現在で 40団体 

＜資料－４＞ネット２１ボランティア・カード付属サービス概要 

【契約の解除】 

    企業名：一般社団法人 埼玉県物産観光協会 

    利用施設：埼玉県物産観光館「そぴあ」 

    契約日：2013 年 11月 1日 

    解除日：2022 年 3月 31日 



 

    企業名：日本スキー場開発株式会社 

    利用施設：(株)鹿島槍・(株)北志賀竜王・川場リゾート(株)・白馬観光開発(株)八

方・岩岳・栂池営業本部・(株)スパイシー・めいほう高原開発(株)・(株)

ハーレースキーリゾート・日本スキー場開発(株)ギークアウト 

    契約日：2020 年 10月 1日 

    解除日：2022 年 3月 31日 

 

【閉店による解除】 

牛タン大衆酒場 べこたん浦和店 

浦和原価酒場 はかた商店 

 

（３）「ネット２１運動」の広報・宣伝活動の強化 

 ホームページにて、協賛企業の紹介コーナーの刷新、お得な情報・キャンペーンなどタ

イムリーな情報提供に努めています。また、通年で説明会を行っています。 

 

６．特別事業としての東日本大震災に関係する被災者・避難者支援活動 

 （１）子育て支援「ママランチ会」 

2021年度事業活動計画で7月、11月に実施する計画でありましたが、昨今の新型コロ

ナウイルス感染症の状況をふまえ、7月実施分については中止、11月に実施予定分につ

いては2022年2月開催に延期したが、状況は改善せず中止とした。 

【第1回】2021年7月･･･中止 

2022年2月17日(木)12:15～…中止 

ロイヤルパインズホテル浦和 1F テラスダイニング ミケーラ 

 

 （２）バーベキューファミリー交流会 inサイボクハム 

2021 年度事業活動計画で 10 月に実施する計画でありましたが、昨今の新型コロナ

ウイルス感染症の状況をふまえ、2022年 3 月開催に延期した。しかし状況は改善せず

中止とした。 


